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催し・講座
米 作 り 農 業 体 験
農業委員の指導で、米作りを体験
してみませんか。
対市内在住の全回参加できる小学生
以上の親子（中学生以上の方は１人

イベント申込システム 町田市イベントダイヤル

での参加も可）
日田植え＝５月２８日㈰、草取り＝７
月１日㈯、稲刈り＝１０月７日㈯、収穫
祭＝１１月下旬（予定）、いずれも午前
９時から（雨天実施）
場忠生公園内田んぼ
定３０人（申し込み順）
費１人１０００円
申５月１日正午～1５日にイベントダ
イ ヤ ル（ ☎ ７ ２ ４・５ ６ ５ ６ コ ー ド

子どものイベントカレンダー
●町田市民文学館～ことばであそぼ
う！ ３・４歳児あつまれ！

直接会場へおいで下さい日５月１３
日㈯午前１０時３０分～１１時４０分場
同館２階大会議室内絵本、紙芝居、わ
らべうた、
ことば遊び、童謡等上演桃
の木工房問同館☎７３９・３４２０
●子どもセンターばあん～たんじょ
う祭
日５月５日㈷午前１１時～午後３時（当
日は午前１１時に開館し、午後４時か
ら通常開館）
内ゲーム、工作、模擬店
（有料）
、ステージ発表等問ばあん☎
７８８・４１８１
●子どもセンターただＯＮ～こども
の日スペシャル
子ども委員との綱引き、しっぽと
りもあります／直接会場へおいで下
さい日５月５日㈷午前１１時～午後３
時
（当日は午前１１時に開館し、午後４
時から通常開館）
内紙飛行機作り、木
工作、
集団遊び、
軽食
（有料）等問ただ

イベントカレンダー
●忠生公園
いずれも直接会場へおいで下さい。
【定例自然観察会～青葉の頃の谷戸
観察】
ルーペをお持ちの方はご持参下さ
い（同公園で貸し出しも可）日５月７
日㈰午前９時３０分～１１時３０分（雨
天中止）場同公園自然観察センター
（忠生がにやら自然館）
内谷戸に生息
する野草や昆虫を観察
【春の
「花と緑の交換会」】
草花や盆栽などの鉢物を持ち寄り
交換し合いませんか／出品できる植
物は、
鉢植えに限る
（ポット苗での出
品は不可）
。
植物名を記載したラベル
をつけて出品（１人１０点まで）日５月
２５日㈭午前９時３０分～１１時（受付
時間＝午前９時～９時３０分、小雨実
施）
場同公園芝生広場
◇
問同公園☎７９２・１３２６
●野津田公園
【自然観察教室 野鳥編～春の野鳥
観察 繁殖期の鳥】
対小学生以上の方（保護者同伴の未
就学児の参加も可、大人１人での参
加歓迎）日５月２０日㈯午前９時～正
午場同公園講
（公財）日本野鳥の会・
島津哲也氏定２０人（申し込み順）費
大人５００円、小学４～６年生３００円
（保険料、材料費込み）／小学３年生
以下は１人まで無料
【バラの魅力に触れよう！ ～栽培講
座と花柄摘み体験】
対バラの知識を深めたい方、バラの
栽培でお悩みの方日５月２８日㈰午前
１０時～正午場同公園ばら広場内バ
ラ栽培の講義とお手入れ体験講町田
ばら会会長・西尾譲司氏定３０人
（申し
込み順）
費大人８００円
（保険料込み）

電話
（☎042・724・5656）やインターネットのイベント申込システム（ イベシス で検索）
で申し込みができます。
コード＝インターネットで24時間申し込みができます。

１７０５０１Ｃ）へ。
問農業委員会事務局☎７２４・２１６６
おいで下さい

町田産新鮮野菜の販売

市内の認定農業者が
作った新鮮野菜の販売
です。
※いずれも直接会場へ
おいで下さい。

【日曜朝市】
日５月７日㈰午前７時～８時
場教育センター校庭
【市役所まち☆ベジ市】
日５月１５日㈪午前１１時～午後１時
（売り切れ次第終了）
場市庁舎前
◇
問農業振興課☎７２４・２１６６

詳細は、各施設へお問い合わせいただくか、町田市ホームページをご覧下さい。

ＯＮ☎７９４・６７２２
●子どもセンターまあち～土器をた
べちゃえ！
【土器片形クッキー “ドッキー” をつ
くろう】
親子で町田から発見された本物の
土器を観察し、土器にそっくりなク
ッキーづくりをします対小学生とそ
の保護者日５月１４日㈰午前１０時～
午後０時３０分、午後２時～４時３０分
講お菓子作り考古学者・下島綾美氏
等定 各１６組費１組５００円申５月３日
午前１０時３０分から直接または電話
でまあち（☎７９４・７３６０）へ
●ひなた村
【①げんきっず】
対乳幼児とその保護者日５月１１日か
ら原則木曜日午前１０時３０分～１１時
１５分場ひなた村カリヨンホール内
親子体操、手遊び、体遊び、お話等
【②ひなた村シアター】
日５月１４日㈰午前１０時３０分～１１時

３０分場ひなた村第１レクルーム内
＝講評、受け取り講陶芸教室「徳」主
「釣りキチ三平～釣り場の子ギツネ」 宰・小口徳子氏定２０人（申し込み順）
「またあえるねツバメ君」
費大人７００円、子ども３００円
【③縄文の布作り】
【⑥キンボールスポーツ教室】
対市内在住、在学の小学３年生～中
直径１２０ｃｍの大きなボール（キン
学生日５月２０日㈯午後１時～４時内
ボール）
を使ったスポーツで、大会に
縄文時代の糸・布作りのレクチャー
も参加します対市内在住、在勤、在学
定２０人（申し込み順）費３００円
の小学４年生以上の方日５月３１日㈬
【④ひなた村科学クラブ～種子ので
～７月１９日㈬、いずれも午後３時３０
き方 八重咲の花に種子ができない
分～５時、
全８回定１５人
（申し込み順）
わけ】
【⑦ピザ窯講習会】
対市内在住、在学の小学３年生～中
ピザ作りから、ドラム缶ピザ窯の
学生日５月２１日㈰午前９時３０分～正
使い方まで学びます（受講者には、今
午内種ができる仕組みの解説、花の
後ピザ窯の利用ができる修了証を交
つくりの観察講ナチュラリスト・有
付）対市内在住、在勤、在学の高校生
賀文章氏定２０人費２００円
以上の方（中学生以下は保護者同伴）
【⑤親子陶芸教室】
日６月３日㈯午前１０時～午後２時定
対市内在住、在学の全日参加できる
２０人（申し込み順）費４００円
小・中学生とその保護者日・内５月２８
◇
日㈰午前１０時～午後３時＝形作り、
申①②直接会場へ③～⑦５月１日午
６月１１日㈰午前１０時～正午＝釉 薬
前１０時から電話でひなた村（☎７２２
・５７３６）へ
がけ、６月１８日㈰午前１０時～１１時
ゆう やく

詳細は、各施設へお問い合わせいただくか、
各ホームページをご覧下さい。

◇
申５月１日午前９時から電話で同公園
（☎７３６・３１３１、受付時間＝午前９時
～午後５時、土・日曜日、祝日も可）へ
●町田市フォトサロン
【野津田公園ばら撮影会】
直接会場へおいで下さい
日５月２０日㈯午前１０時～正午（小雨
実施）
場同公園ばら広場
【楽しく撮影！ コンパクトデジタル
カメラ教室】
持参したカメラを使って徒歩で移
動しながら撮影をします対コンパク
トデジタルカメラをお持ちの方日６
月１７日 ㈯ 午 前１０時 ～ 午 後０時３０
分、集合は同サロン定１５人（抽選）費
１５００円申往復ハガキに住所・氏名
（ふりがな）
・電話番号・お持ちのカメ
ラの機種を明記し、５月２５日まで（必
着）に同サロンコンパクト教室係（〒
１９５－００６３、野津田町３２７２、薬師
池公園内）へ
◇
問同サロン☎７３６・８２８１
●小野路宿里山交流館
【①小野路の戦争の記憶をめぐるツ
アー】
小野路空襲体験者の案内のもと、
地域に残る戦争の跡をたどります日
５月２３日㈫午前１０時３０分～午後３
時、集合・解散は同館（小雨実施、荒天
中止）場同館周辺定２０人（申し込み
順）費１５００円（保険料、昼食代、資料
代）
【②うどん作り教室】
日５月２４日㈬午前１０時３０分～正午
場同館定８人（申し込み順）費１０００
円（材料費）
【③ハンマーダルシマー演奏会】
１０世紀ごろの中東に起源がある

と言われている民族楽器「ハンマー
ダルシマー」の演奏会を行います日
５月２８日㈰午後２時～３時場同館
◇
申①②５月８日正午からイベントダ
イ ヤ ル（ ☎ ７ ２ ４・５ ６ ５ ６コード ①
１７０５０８Ａ②１７０５０８Ｃ）へ③直接会
場へ問同館☎８６０・４８３５
●市立総合体育館～ジュニ
アＨＩＰＨＯＰダンス教室
対 小 学１～３年 生日６月１６
日～７月１４日の金曜日、午後４時３０
分～５時３０分、全５回定３０人（抽選）
費１４００円申同館へお問い合わせい
ただくか、同館ホームページをご覧
下さい問同館☎７２４・３４４０
●サン町田旭体育館～はじ
めてのバスケ教室
対市内在住、在学の小学５・
６年 生日６月１７日 ～７月８日 の 土 曜
日、午前１０時３０分～１１時４５分、全４
回定２０人（抽選）費１０００円申往復ハ
ガキに必要事項を明記し、５月３１日
まで（必着）に同館へ問同館☎７２０・

０６１１
●市立室内プール～小学生
水泳教室Ｘ・Ｙ
対市内在住、在学の小学生
で水泳初心者日６月９日～３０日の金
曜日、Ｘ＝午後４時３０分～５時２０分、
Ｙ＝午後５時３０分～６時２０分、各全４
回定各３０人（抽選）費各６００円申往
復ハガキに必要事項を明記し、５月
２２日まで（必着）に同プールへ問同
プール☎７９２・７７６１
●小野路公園～ショートプ
ログラム体操教室
対４０歳以上の方日毎週月
・金曜日（除外日有り、要問い合わ
せ）、①午前１０時３０分～１０時５５分
②午前１１時～１１時２５分③午後３時
～３時２５分④午後３時３０分～３時５５
分／曜日、時間によりプログラム変
更 有 り定 ① ② 各１２人 ③ ④ 各１６人
（申し込み順）費各１００円、障害者手
帳をお持ちの方は５０円申参加当日
の午前８時３０分から電話で同公園へ
問同公園☎７３７・３４２０

暮らしに関する相談
予約制の相談は、電話で①～⑤市民相談室（☎724・2102）⑥八王子少年センター（☎
042・679・1082）
へ。
検索
市HP 暮らしに関する相談
名

称

日 程
予約方法／相談時間
月～金曜日 前週の金曜日から電話で予約
①法律相談
（1日～5日は除く）※8日～１２日分は電話受付中。
②交通事故相談
10日㈬
電話受付中／午後1時30分～4時
③人権身の上相談
12日㈮
電話予約制（随時）／午後1時30分～4時
（人権侵害などの問題）
④不動産相談
9日㈫
電話予約制
（次回分まで受け付け）
／午後1時30分～4時
⑤行政手続相談
11日㈭
事前に電話で八王子少年センターへ／午前9時～午後4時
⑥少年相談
9日㈫
電話で男女平等推進センター相談専用電話（☎721・
⑦電話による女性悩
みごと相談
（家庭、人間 月～土曜日 4842）へ/午前9時30分～午後4時（水曜日のみ午後1
関係、女性への暴力）
時～8時
〔第3水曜日は除く〕
）
※法律相談有り＝要予約
各種相談 別冊タウンページ

町田市わたしの便利帳6～9ページを参照

